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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 986 回(3 月 18 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
卓話講師

※出席報告
会員数
35 名

栗原憲司会長
我らの生業
寳積君、片山君
狭山警察署長
埼玉県警視 会 田

出席者数
28 名

会長の時間

出席率
78.79％

隆 様

前回修正
84.38％

栗原(憲)会長

3 月 12 日、ホテル・ヘ
リテイジ飯能にて、日高Ｒ
Ｃがホストクラブの第 4 回
会長・幹事会に、宮野幹事
と 2 人で出席してまいりま
した。
各クラブの近況報告や
ＲＩ会長賞について、また
クラブ訪問報告用紙、日高ＲＣ主催のゴルフ大会
の案内等が議事としてありました。
クラブ近況報告は 2 分程度で、会員増強につい
ての話題が中心でしたので、当クラブは 1 人増加、
また 1 人入会するとの報告をしてまいりました。1
名以上が会長賞の条件となりますので、当クラブ
はＲＩ会長賞に申請したいと思います。
本日はＲＩ会長の国際大会についての記事を紹
介させて頂きました。
ポール・ハリスの夢を映す国際大会
親愛なるロータリアンの皆さん、ポール・ハリ
スと 3 人の友人が最初のロータリークラブを創立
したのは、109 年前の今月です。彼の目標は、見
知らぬ人ばかりの街で、同じ価値観を分かち合う
人と親睦のオアシスをつくるというシンプルなも
のでした。
｢生き続けるポール・ハリスのビジョン」
ロータリアンの理想は、奉仕、職業倫理、国際理

解と広がりました。ロータリーが成長し、広まっ
た時、ポール・ハリスは、つながりと違いを受け
入れる包容力で、戦争は過去のものになるだろう
と考えました。もし、人々が友情と寛容の精神で
一つになることができさえすれば、いかに共通点
が多いか、すぐに理解するだろうと、彼は感じた
のです。幸いなことにポール・ハリスは存命中に
ロータリーの考え方が確固たるものとなり、世界
中の国々でロータリーが創立されるのを見ること
ができました。毎週、3 万 4,000 の地域社会にお
いて、それぞれのロータリークラブの例会の中で、
彼のビジョンは生き続けています。しかし、国際
ロータリー（RI）の年次大会ほどポール・ハリス
のビジョンを鮮明に映し出しているところは、世
界のどこにもないでしょう。
「多様性が織り成す華やかなタペストリー」
数日の短い期間ですが、国際大会では、ポール・
ハリスが想像した世界―平和を築き、他者に奉仕
し、そしてただ、お互いに仲間と楽しむために、
世界のあらゆるところから人々が集う世界―を目
にすることができます。異なる背景、政治、文化、
宗教が一枚の華やかなタペストリーへと織り合わ
されていきます。それは忘れられない経験であり、
ジェタと私が毎年楽しみにしていることの一つで
す。大会は毎回異なりますが、どれも大切な思い
出です。
今年、6 月 1〜4 日にシドニーで開催される第
105 回ＲＩ年次大会で、私は議長を務める栄誉に
浴します。シドニーは活気ある中核都市で、西と
東の玄関口でもあり、ロータリーの国際大会の開
催地として、まさにふさわしい場所です。たちま
ちわくわくし、リラックスできるこの街は、多様
性に富み、豊かな文化と歴史があり、そして、私
が訪れるのを楽しみにしている街の一つです。私
は、この街がいつも故郷にいるような気分にさせ
てくれることを知っています。また、いつも新し
い発見があります。
2014 年、ロータリーの会員はシドニーに集まっ
て、シドニーから「グダイ（G’day＝Good Day）」

と言いましょう。世界に手を差し伸べるために、
そして、お互いに手を取り合うために、私たちは
友人として、そしてロータリアンとして、誰もが
歓迎される環境の中で集います。私たちの成功を
祝い、将来に目を向け、「ロータリーを実践し み
んなに豊かな人生を」の新しい方法を見つけるた
め、皆さんの参加をお待ちしています。
（ロータリーの友 2 月号より）

幹事報告

宮野幹事

1. 2014 年地区協議会開催について
2. 中井年度懇親会開催について
3. 受贈会報 入間ＲＣ
4. 回 覧 物 尚寿会広報誌(第 90 号)
西武大学ヒューマンサービスセン
ター(HSC)ニューズレター

◆沼崎次年度第３グループガバナー補佐より
私がガバナー補佐になりますということはご承
知の事と思います。今年の７月か
ら、と言うことでなんとなくボーーとしていた
ら先月から洗礼が始まりました。何回も呼び出さ
れ先の１６日はＰＥＴＳ。稲見会長エレクトにも
ご出席いただき丸一日缶詰で研修を受けて頂きま
した。次年度会長をやって頂くための研修ですが
ガバナー補佐である私は既に専門の指導者として
居らねばなりません。困りました。これで私が熱
中しすぎると益々深みにはまってロータリーから
抜けられなくなってしまいます。もとよりそのよ
うな気は全く有りませんから、私は一年間の務め
と決心しており、次を担っていただく方を探すこ
とに邁進するつもりです。
地区の研修委員さん方は大変熱心で、今年の研
修計画を立てておられますので。それぞれの委員
さんたちはたくさんの研修が待ち構えています。
なぜそんなに苦しめられるのかと思われると思い
ますが、ＲＣが今の様に長続きをし、世界にたく
さんの会員がいるということは、このような苦し
みが有ればこそだと思います。もし楽なだけの仲
良し会ならもっとお金のかからない楽で楽しい会
はいくらでも世の中には有ります。
さて、当、狭山中央ロータリークラブにスケジ
ュールについてお願いすることが２件あります。
１つ目はガバナー公式訪問の予定です。10 月 28
日火曜日がそれ。また先立つガバナー補佐訪問を
10 月 14 日火曜日にさせて下さい。まだ次の年度
で先の事と思いがちですがじきに来ます。
次が IM。中井年度では実施しませんでしたが、
次年度では行います。私ガバナー補佐を出してい
るクラブがホストクラブになりますので、実行委
員会を立ち上げて頂くことになります。開催時期
は２０１５年１月末から２月初旬の土曜日。新体

制になったら早々に実行委員会を立ち上げて下さ
い。場所、内容、懇親会、費用などを含めてお願
いすることになります。稲見年度の次を担当する
ロータリーのリーダーには大変重要な会になりま
すし、第３グループ内の他のクラブにも影響が大
きい行事ですからそのつもりで実行する必要があ
ります。
さらに次々に難題が持ち込まれるかもしれませ
ん。せいぜい私が出来る防御は行い。軽く済ませ
るよう努力しますので御知り置き下さい。指し当
たっての連絡事項です。有難うございました。

◆稲見会長エレクトより
先程、沼崎さんの方からお話しがありました通
りＰＥＴＳに参加して参りました。一日釘付けで
したが、そこで気が付いた事をご報告させて頂き
たいと思います。
とにかくＲＩは会員増強を主眼としているんだ
というのを感じました。常にお話の中に会員増強
が出てくる訳です。入会基準は 2010 年に職業を
持たなくても社会奉仕の気持ちがあれば入会を受
け入れる。2013 年から要するに入会したい人なら
ば誰でも良いという制度になったそうですから、
職業が無くても社会奉仕に関心があれば良いとい
う事です。来年度もどうしても会員増強をやって
いかなければいけない訳ですから、頭の中に入れ
て増強に望んで頂きたいと思います。
来年度は沼崎さんが第３グループのガバナー補
佐に就任されますので、ＩＭがある訳ですが、こ
れは会とは別に実行委員会を作って頂き、委員長
をパスト会長の中から選んで頂きまして、私共も
協力はして参りますが、成功裏に収まるように
皆さんご協力よろしくお願い致します。

委員会報告
Ｒ情報・雑誌) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 片山委員長)
表紙につきましては、縦書 p.33 に詳しく書かれ
ておりますので、ご一読下さい。
【横書】
32 頁に、第 2790 地区の関口ガバナーの話と致
しまして、
「会員増強の具体的手法の一私案」が書
かれております。参考になりますので、増強委員
長だけではなく、皆さんで一緒になってこれをや
っていければと思います。
36 頁、
「21 世紀のシルクロード」では、米山財団
の留学生だと思われますが、ウズベキスタン出身
の男性が、如何に日本が素晴らしい国かというこ
とを書いております。
ウズベキスタンとは日本に非常に好意を持って
いる国であり、今参議院代議士をしております中
山恭子氏は、ウズベキスタンの大使として務め、
桜の樹をたくさん植えたそうです。是非皆さん、

一通り読んで下さい。
【縦書】
13 頁に「西堀隆太郎会員 100 歳お祝い例会」に
ついての記事がありますので、読んでみて下さい。
そしてその下に、
「出席こそ力」という記事もござ
います。これも非常に参考になりますので、皆さ
ん読んでみて下さい。

親睦活動) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 小島委員長)
３月４日の家族同伴日帰りバス旅行(シルクド
ソレイユ・オーヴォ観覧)の収支報告

「外来卓話」・・・・・・・・
『狭山警察署管内の治安等に関する諸情勢』
埼玉県狭山警察署長
埼玉県警視 会 田

隆

様

皆様におかれましては、｢お茶薫る町、狭山｣で
生活、生業をされる一方で、日頃から警察行政各
般に渡り、色々な所で深いご理解とご協力を賜り
まして、この席をお借りして御礼を申し上げたい
と思います。また警察官友の会の会員さんも多く
いらっしゃるとの事、重ねて御礼申し上げます。
そして本クラブの皆様方は、それぞれの事業・業
務等を通じまして、多方面に渡り多大な社会貢献
をされておりますこと、心から敬意を表します。
本日は狭山警察署管内の治安等に関する諸情勢を
お話させて頂きたいと思います。
まず自己紹介ですが、私は平成 25 年 9 月 18 日、
埼玉県警察の秋の定期人事異動で狭山警察署 41
代の署長として着任を致しました。初代とは昭和
29 年でありまして、新警察法が施行され、確かこ
の年に狭山市も規制を張ったのではないかと、恐
らく今年で 60 周年になるのではないかと考えて
おります。
数々の文化財を有する狭山、そして県内有数の
工業都市、住宅都市として発展されているのだと
いう認識の下に着任を致しました。着任当初から、
狭山は台風に強く、起伏があるので竜巻の発生の
心配もないと、非常に災害に強い所と安心をして
まいりましたが、今年の 2 月から 3 月にかけ大変

記録的な大雪が降ったとき、その起伏がネックと
なり、狭山警察署管内は 24 時間の大雪による交通
関係の 110 番が約 130 件ございました。それを他
の警察署と比べますと、埼玉県には 39 警察署あり、
だいたい 7〜8 の所で無線の系を持っておりまが、
例えば 1 系は草加警察署、吉川警察署等県南の方
の 6 警察署で、この 6 署で大雪による 110 番の数
が 130 件でした。また同じように 5 系で言います
と、熊谷等県北の方の 8 署で 147 件でした。狭山
とは、色々な災害に強いと言われた割には雪に弱
かったのかということで、当時は警察署員全員が
出まして、豪雪の対策を致しました。しかしこれ
は例外中の例外でして、狭山警察署管内は素晴ら
しい所であると思っております。
狭山警察署は、現在署員が約 300 人おります。警
察官、事務職員、そして警察官だけでは足りない
ということで、県から非常勤という人も頂いてお
り、この方たちを含めて 300 人です。県下では、
39 警察署の内 10 番目くらいの人数になるかと思
いますが、署内には、刑事、交通、地域、生活安
全課等 8 課ありまして、更には駅前等に 12 の交番
（狭山市：6、入間市：6）、1 つの派遣所、1 つの
駐在所があります。12 の交番、派出所とは県下で
2 番目に大きく、1 番大きいのが川越の 13 です。
そして全国一警察官 1 人当たりの人口負担が高い
ということで、色々な所で警察官の増員をお願い
しておりますが、国もなかなか厳しいようで、厳
しい状況です。
24 年の資料ですが、全国では 1 人当たり警察官
の負担数は 505 人です。1 人の警察官で 505 人の
住人を守っている、それが埼玉では全国 1 位とい
うことで 646 人、これだけでも多いと思っており
ますが、当所管内にそれを置いてみますと、1177
人ということで、埼玉県で 1 番負担が大きいと言
われており、狭山警察署の負担が全国 1 位なので
はないかと考えております。
では、狭山警察署は負担が大変なので、危険な
所ではないのかと言いますと、治安の関係では、
例えば刑法犯の認知件数は、平成 25 年度は県下で
第 9 位でございます。そして交通人身事故の件数
は県下で第 6 位、110 番有効の受理件数は県下第 9
位と、少し負担は高いかも知れませんが、県下で
一番危ないという所でもございません。非常に加
重な人口負担ではありますが、当署員につきまし
ては、それぞれが気概を持って、人口負担に負け
ることなく、地域の皆様と連携を持ちならが、組
織の総合力を地道に発揮し、管内の治安維持に全
力を尽くしているということを、自信を持って言
えると思います。
署の特長と致しましては、警察官が若いという
ことです。30 代の署員が半数以上で、平均年齢が
35 歳であります。当署につきましては、若手に早
く一人前になるようにということで、教育をして
おります。先日も警察学校から 4 人の若者が着任
を致しました。右も左もわからない、まだ本当に

ひよっ子に毛が生えた位の警察官なのですが、一
日の研修が終わり寮に帰る時に、稲荷山公園の駅
の所で、線路の脇の所に入り込んだ若者に声を掛
けそこから出したその後、急行電車が勢いよく通
ったということで、「非番でも心の制服は脱がな
い」と、新聞にも大きく取り上げられました。皆
のやる気は本当に有り難いと思っております。
狭山警察署の犯罪情勢について少しお話をさせ
て頂きます。平成 25 年中、被害届等で警察が認知
した犯罪の発生件数は 2912 件であります。前年
24 年から比べますとマイナス 537 件と、16%弱減
らしております。これもパトロール等色々な安全
教育、その他広報、啓発等々で効果があったので
はないかと思います。
埼玉県につきましては、25 年は全部で 9 万件と
言われております。これは大分減ってきており、
犯罪のピークは平成 16 年、18 万件でした。狭山
警察署管内では昭和 63 年は 2700 件の犯罪があり、
ピークは平成 17 年の 7200 件、そして 25 年には
2900 件ということで、約 40%減少をしており、数
的にはこの辺りの治安情勢は、昭和辺りの数にな
ってきたのではないかと思います。ところが犯罪
自体を見てみますと、ひったくりや路上強盗、性
犯罪等々、まだまだ手を緩めてはいけないという
ことを感じております。
次に特殊詐欺につきまして、以前は「振り込め
詐欺」
「オレオレ詐欺」と言っておりましたが、最
近では手口が多様化し、警視庁管内においては｢お
母さん助けて詐欺｣と言ったりしています。特殊詐
欺は、市民の皆様の大変身近な所で発生している
犯罪で、平成 25 年、埼玉県ではこの詐欺が 622
件、前年から比べると 172 件も増えており、相当
な増加だと考えられます。被害総額が、県下で約
18 億 6800 万円ということで、前年から比べると
7 億 1300 万円増加しております。一方当署管内に
つきましては、25 年には 28 件と、前年から比べ
るとプラス 10 件、被害総額は 6100 万円です。し
かし 1 件当たりの被害額が少なかったので、件数
は 10 件増えてしまいましたが、被害総額につきま
しては 4000 万円程減っております。
手口的な部分のお話をさせて頂きます。電話がほ
とんどで、犯行前日等に、息子や孫を語るものか
ら｢携帯電話の番号が変わった｣「風邪をひいてい
て声がおかしい」等と家に電話【予兆電話】が入
ります。その後「電車の中にカバンを置き忘れた。
カバンには取引の小切手が入っている。取引まで
時間がない。早くしないとクビになってしまう」
等卑劣な手を使ってだます、
【欺罔行為】といって
おりますが、そんなところに発展していきます。
さらに「上司が 500 万円用意してくれたので、い
くらか用意できないか」と具体的に金額を要求し
てくる【現金要求】をし、そして「自分は行けな
くなってしまったので同僚の誰々がお金を受け取
りに来る。同僚は事情を知らないので、お金とわ
からないように、しっかり丸めて渡してくれ」等

と【隠ぺい工作】をし、現金を受け取るといった
手口に変わってきております。
このように特殊詐欺の手口は非常に巧妙で、被
害者は犯罪を既に知っているのですが、それでも
やはり騙されてしまい、被害が本当に後を絶ちま
せん。特に被害者の多くがご高齢の方、さらに女
性の方です。騙されない人も多いのですが、まだ
まだ犯罪が発生しております。卑劣な犯罪は絶対
に許すことはできず、検挙をしなければなりませ
んが、昨年 11 月、被害者の方が見破りました。
｢どうもおかしい、警察官来て下さい｣ということ
でしたので、騙されたふりをして、呼び出して頂
き、まんまと現れた 2 人を検挙・逮捕致しました。
逮捕するにはこれが一番手っ取り早いのですが、
しかしなかなか大元にはいかないといった状況で
す。そこで効果的なものを、少し紹介をさせて頂
きます。
「迷惑電話防止チェッカー」ですが、これ
を電話機に付けるだけで、約 30000 万件の情報が
入り、そのうち 25000 件は警察本部から、今まで
に被害に遭った電話番号の情報が入っております
ので、そうした番号の着信を拒否できる装置とな
っております。残りの 5000 件は、自分で設定が
できるようになっております。こちらの装置のご
紹介と共に、モニターの方を募集しておりますが、
ディスプレイ式の電話をお持ちの方であれば、だ
れでも使用することができます。2 年間、使用料
は無料です。2 年以降は確認の連絡があり、継続
使用する場合は、月 700 円で継続使用が可能です。
その他新しい手口で、
「投資モニター募集」とい
うものがございます。最近当署でもこの手口でや
られてしまいましたが、これはロト 6 関連でのも
のです。
「ロト 6 の情報料を払えば、事前に当選番
号を教えるので、儲かりますよ」というもので、
「信用できない」と答えれば、
「明日の新聞に出る
当選番号を伝えるので、確認して下さい」と言わ
れました。翌日の新聞では、正にその当選番号が
書かれておりますが、実はその場合既に抽選は終
わっており、インターネット等で調べればわかる
ものなのですが、それを活用し、信用をさせ、こ
の人の場合、情報料として 168 万円要求されてし
まいました。そしてまた、例えば良く考え、やは
りキャンセルをしますということになれば、キャ
ンセル料を名目に、多額のお金を要求されてしま
いますので、十分なご注意をお願いしたいと思い
ます。
交通情勢についてお話させて頂きます。当署管
内では大変事故が多く、平成 25 年中、狭山市で 5
人、入間市で 7 人、合計 12 人の方が交通事故で亡
くなっております。前年度と比べますとプラス 4
人ということで、県下 39 警察署の中でワースト 1
位という、大変不名誉なこととなってしましまし
た。狭山市の昨年の 5 件の死亡事故につきまして
は、大型バイク、自転車の関係する交差点での事
故が 2 件、直進道路で、乗用車又は貨物自動車と
歩行者が関係する事故が 3 件ありました。年齢別

では、高齢の歩行者が 2 件、高齢の自転車が 1 件、
道路別では国道、県道、市道ということで、幹線
道路で多いのかと考えております。
入間市では昨年、死亡事故が多発を致しまして、
11 月 14 日〜今年 2 月 13 日までの間、交通死亡事
故特別対策地域ということで、事故防止に配慮し
なさいと指示がありました。それを受けて埼玉県
警察本部長と狭山警察署と、事故防止重点警察署
ということで、3 ヶ月間事故防止に務めました。
市長の緊急事態宣言と、市民の方の一生懸命なキ
ャンペーン等のおかげで、入間市では死亡事故が
発生しておりません。良かったと思っておりまし
たが、残念なことに、この狭山市で 3 件の死亡事
故が発生しております。
簡単にご紹介させて頂きますが、1 件目は 1 月
24 日(金)AM1：30、上奥富市内の国道 16 号線上、
48 歳バイクの男性が左方にある店舗から右折で
入ってきた車と衝突し、その後、後ろからきた車
に跳ねられ、亡くなってしまいました。2 件目は 3
月 1 日(土)AM6:00、堀兼地区内の川越入間線で、
71 歳男性が運転する軽乗用車が単独で、まず運転
を誤り右の縁石にぶつかった後、左の電柱にぶつ
かり亡くなったという事故がありました。この男
性は一昨年、同じ路線で同じ 3 月の同じ土曜日に
奥様をそこで亡くされており、奥様を追うかのよ
うな痛ましい事故でありました。3 件目は 3 月 5
日(水)AM4：30、狭山市内の 81 歳女性が、県道日
高狭山線を横断する際、バイクに接触、路上に転
倒、さらに後方から来た車に轢かれ、亡くなられ
ました。本日お集まりの皆様も、色々な所でボラ
ンティア活動等、色々な方にお会いする機会があ
るかと思います。こうした話をされ、この危機的
状況を伝えて頂き、1 件でもないように、お願い
したいと思います。
そこでお手元の資料ですが、ご高齢の方には注
意して欲しいこと、運転される方、周りの方には
ご高齢の方に手を差し伸べて欲しいということで、
「あじのひらき」という高齢者の交通事故の特長
を上げてみました。
あ…歩く人・歩行者
じの…自転車に乗る人
ひ…左から来る車と衝突
ら…ライトが付くころに多発
き…近所で油断
というものを用意致しました。そして反射材を用
意させて頂きましたので、お出かけの時には使っ
て頂きたいと思います。
性犯罪につきまいて、当署管内、西部地区に多
いのですが、多発傾向にあると思っております。
当署では昨年、強制わいせつ等が 32 件、公然わい
せつはいつもあるように思います。性犯罪とは、
水面下に隠れてしまい、届けるのはその一部であ
ると考えております。子供や女性に対する被害防
止対策について、交通事故と同じように、皆様か
らのご協力もお願いし、警察と致しましては、パ

トロールを強化、啓発活動、景観づくりの対策を
講じているところです。
次に、ストーカー、DV 対策についてです。や
はり昨年、ストーカー事案の相談件数が 32 件、ス
トーカーに対する文書警告をしておりますが、ご
存知の通り、全国ではそれが怪我をさせてしまっ
たり、更には死に至らしめてしまったりという事
案もだいぶ多く発生している状況であります。元
交際相手に付きまとい、被害が発生する、当署に
おいてもそのような形の男性を逮捕しております。
ストーカー事案、DV は、本当に社会的に弱い立
場である女性や未成年を食い物にしているケース
が多いため、力を入れて対応しております。
結びと致しまして、
「安全で安心して暮らせる町
づくり」ということで、警察だけでは成しえない
部分がありますので、本日お集まりの狭山中央ロ
ータリークラブの方々のお力も不可欠であると考
えております。警察官の若返りも必要であり、今
若い人がどんどんと警察に入り、採用の時期でも
ございます。4 月から警察官採用の受付が始まり
ますので、皆様のお知り合いにいらっしゃいまし
たら、お声を掛けて頂き、推薦して頂ければと考
えております。
狭山中央ロータリークラブの皆様のますますの
ご発展・ご繁栄、そしてご健康を祈念致しており
ます。
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)
)
)
)
)
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)
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)
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栗原(憲)君 狭山警察署長 会田隆様、ようこそお
出で下さいました。卓話よろしくお願い
致します。
宮野君 狭山警察署長 会田様、本日はありがとう
ございます。卓話楽しみにしています。
稲見君 狭山警察署長・警視会田隆様、ようこそ
お出で頂きました。今日のお話楽しみで
す。よろしくお願いします。
沼崎君 会田署長、ようこそいらっしゃいました。
地域の安全、安心にいつもお世話になっ
ております。
小幡君 会田隆様、本日はようこそ当クラブへお
出で頂きありがとうございます。
卓話よろしくお願いします。
吉川君 先日のバス旅行欠席致しました。とても
楽しかったと皆様言っておられました。
吉松君 狭山警察署 会田署長様、本日は卓話快く
お引き受け頂きまして、ありがとうござ
います。よろしくお願い申し上げます。

※ 次の例会
第 2 副 SAA 栗原(成る)君
４月 １ 日(火) 12：30〜13：30
新入会員入会セレモニー（有山幸雄様）
会員卓話 柴田 譲会員「失われる日本語」

益子君

